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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２８年１１月 定例会

１．開催日 平成２８年１１月２４日（木） 午後１時３０分～

２．場 所 多可町教育委員会 会議室

３．出席者 委 員 長 門脇 きみ子

委 員 熊田 正博

委 員 數原 誠子

教 育 長 岸原 章

４．陪席者 教育総務課長 今中 明

学校教育課長 谷尾 秀伸

こども未来課長 今中 孝介

教育総務課副課長 宮原 文隆

こども未来課副課長 市位 孝好

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第３１号 多可町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について

議案第３２号 多可町保育料軽減事業実施要綱の制定について

議案第３３号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条

例施行規則の一部を改正する規則について

６．報告事項

（１）各種委員会の報告

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校施設整備進捗備状況について

ⅰ. 小学校熱中症対策天井扇設置工事 ８月末完成

ⅱ. 松井小学校大規模改造（２期）工事 ９月末完成

ⅲ. キッズランドやちよ遊戯室構造梁等改修工事 １２月完成予定
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ⅳ. 八千代小学校プール改修工事 １月完成予定

ⅴ. 中町南小学校北校舎等改修実施設計業務 １１月末完成予定

②学校給食センター調理等業務委託業者選定委員会について

平成２８年１１月１６日（水）第４回選定委員会開催

③図書館協議会について

平成２８年１２月１日（木）図書館協議会開催予定

④第２回総合教育会議について

平成２９年１月３１日（火）開催予定

⑤平成２８年度 播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会につい

て

日 時：１１月２８日（月）午後２時～

場 所：三木市立教育センター

⑥１０月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①「クマよけ鈴」の貸出について

②１２月の行事予定について

【こども未来課】

①第１２回子ども・子育て会議資料について

②１２月の行事予定について

(３）次回教育委員会について（案）

平成２８年１２月２２日（金）午後１時３０分～

（４）その他

閉 会
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【開 会】

委員長あいさつ

日程第１ 会議録署名委員の指名

熊田委員と數原委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）クマよけ鈴の配布について

○９月下旬から頻繁に熊の出没情報が寄せられています。教育委員会では、子ども

たちの安全確保のために、クマよけ鈴を一括購入して、町内の全小中学生に貸し

出す形で配布することにしました。集団での登下校や、青少年育成センター、学

校職員等による見守り活動をするとともに、夜に出歩かないことを呼びかけてお

りますが、これで安全という方策がなく、苦慮している状況です。

(２）子ども芸能祭について

○１１月１３日に、多可町子ども芸能祭が開催されました。今回で５回目で、学校

や地域で、またサークルで文化的な活動をしている子どもたちの発表の場、交流

の場として実施しております。今年は、播州歌舞伎（中町北小学校）、播州柏・

鶏あわせ（中町南小学校）、竜神太鼓（中町中学校）、カブキッズたか（町内の小

学生）、あさかこども園など町内の９団体、１８３名が出演しました。

(３）子どもたちによるＳＮＳルールづくりプロジェクトについて

○１１月２０日に町内の各小学校は２名ずつ、中学校は６～８名ずつ合計３０名が

多可町中央公民館で、兵庫県立大学の竹内先生とそのゼミの大学生５名と一緒に

ＳＮＳのルールづくりを行いました。

多可町では、平成２６年から町ＰＴＡと学校、教育委員会が一緒になって、「午

後９時以降、ＳＮＳやりません運動」を展開しております。この運動を一層進め

ていくために、今年は子どもたちでルールづくりをしました。子どもたちが作っ

たルールについては、１２月１０日のＰＴＣＡ子育てフォーラムで代表の中学生

が発表する予定です。

(４）ＩＣＴ実証研究の連携協定について

○１１月１８日に多可町は、東芝クライアントソリューション(株)と「授業におけ

るＩＣＴの効果的な活用」及び「費用対効果も考慮した安全で安定的な無線環境

の構築」を実証研究することで合意し、連携協定を締結しました。

期間は、平成２８年９月１日から平成２９年８月３１日までの１年間で、東芝

からタブレットＰＣ５５台、無線アクセスポイント（可搬型）４台、プロジェク

ター４台等を借り、中町北小学校を中心校とし、中町南小学校、八千代小学校で

実証研究を行います。
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（５）英語教育強化地域拠点校の中間発表会について

○１１月１１日、文部科学省指定英語教育強化地域拠点校の中間発表会が朝来市で

開催されました。小・中学校及び高校での公開授業、並びにあさご・ささゆりホ

ールでシンポジウムがあり、２０２０年から教科になる小学校の英語教育につい

て学習してきました。町内各小中学校から１～２名ずつ、多可町教育委員会から

は私と神崎指導主事が参加しました。

以上５点、報告いたします。

委員長： ＩＣＴ機器の取組ですが、今年の６月に兵庫県女性教育委員研修会が淡路で

ありました。淡路では、ＩＣＴ機器の先進的な５年間の取組を勉強させていた

だきました。

先ず何をされたかというと、地域や学校がＩＣＴ機器分野の得意な人に目星

をつけ、１年目はその人たちにしっかりと研修を実施し基礎となる土台作りを

する。その次に各学校から１名ずつそれを継いでいけるような人を集めて、１

年間しっかりと取り組まれました。３年目からは少し裾野を広げ、５年目には

全職員を対象としどの先生も、どの学校も充実して取り組めるように計画的に

すすめたと話を伺いました。それも大事なことだと思いました。

教育長： 委員長が言われたように、ＩＣＴ機器については指導する先生がどこまで使

いこなせるかが、大事なことです。ＩＣＴ機器の整備とともに指導する先生の

育成が必要です。先生が積極的に使用していける体制にもっていきたいと考え

ています。ただ、若い先生や子どもたちは、躊躇なく使っていくので、覚える

のが早いと思いました。

日程第３

議案第３１号 多可町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について

議案第３２号 多可町保育料軽減事業実施要綱の制定について

議案第３３号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施

行規則の一部を改正する規則について

「多可町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例」について、「多可町保育料軽減事業実施要綱の制定」について、「多

可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の一

部を改正する規則」について、事務局より一括して説明がなされた。

委員長： 議案第３１号での小規模保育事業所Ａ型に該当するのは、楽久園会の「ちびっこ

ランドらくえん」ですね。認可外保育施設に関わる先生は、保育士の免許がなくて

も大丈夫なのですか。範囲が広くなったのですか。



- 5 -

事務局： 人数的な制限の中での特例の対応となっています。

委員長： 保育士も足りないようですが、教職員の免許はかつては終身でしたが、今は更新

が必要となっています。６０歳で退職した人が元教職員免許を持っていたとしても、

更新しないと勤められません。

委 員： 教職員免許は、何歳でも更新は出来るのですか。

教育長： 講習が必要となります。すべてが合格するわけではありませんが、何歳でも教職

員免許の更新は出来ます。

委 員： 退職された方で、教職員免許の更新をされる方は多いのですか。

教育長： 更新されない方が多いです。

委員長： 年齢だけでなく、退職されても勤めるのに意欲満々の方もいらっしゃるので保育

士が不足しているようであれば、教職員免許の更新をしていただいて勤めていただ

きたいと思います。

委員長集約 それでは他に何か質疑等ございませんか。無いようですので議案第３１号、第

３２号、第３３号につきましては、原案どおり可決することとします。

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

委員からの委員会報告はなし

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校施設整備進捗状況について

ⅰ. 小学校熱中症対策天井扇設置工事 ８月末完成

ⅱ. 松井小学校大規模改造（２期）工事 ９月末完成

ⅲ. キッズランドやちよ遊戯室構造梁等改修工事 １２月完成予定

ⅳ. 八千代小学校プール改修工事 １２月完成延期 １月完成予定

ⅴ. 中町南小学校北校舎等改修実施設計業務 １１月完成予定

②学校給食センター調理等業務委託業者選定委員会について

平成２８年１１月１６日（水）第４回選定委員会開催

１１名の選定委員による評価点表

選定結果 （１）優先交渉権者

（２）次点交渉権者

③図書館協議会について

平成２８年１２月１日（木）図書館協議会開催予定

④第２回総合教育会議について
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平成２９年１月３１日（火）開催予定

⑤平成２８年度 播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会について

日 時：１１月２８日（月） 午後２時～

場 所：三木市立教育センター

研修内容：講演 京都ノートルダム女子大学

学長 芹田 健太郎 氏

演題：「グローバル人材の育成について」（予定）

⑥１０月定例教育委員会要旨録について

１０月定例教育委員会要旨録についての確認

委員長： 教育総務課からの報告で何か質疑等ございませんか

委 員： ①学校施設整備進捗状況のｉの小学校熱中症対策天井扇設置工事の件ですが、天

井扇の非常に汚れが目立つ学校と比較的きれいな学校があるのですが、高いところ

にある天井扇なので子どもたちが掃除をするのは危険だと思いますが、学校はどの

ように掃除をされてますか。

事務局： 小中学校の子どもたちに掃除をするような要請など、教育委員会ではしていませ

ん。使用された後は先生方全員体制で管理をしていただきたいと思っていますが、

先生方もお忙しいので無理な要求は出来ないかもしれません。しかし､他市町の学

校によってはカバーを被せているところもあります。

委員長： ⅳの八千代小学校プール改修工事期間の延長の件ですが、子どもたちは裸足でプ

ールの中を歩きます。ちょっとした段差でも怪我をしますので、多少工事が延期に

なっても安全な工事をしていただきたい。

事務局： 学校園の安全対策については、中町北小学校に学校訪問時に見ていただいた栴檀

の木も懸案事項となっています。その栴檀の木は、幹から大きく傾斜し、支柱で支

えている状態です。通学経路でもありますし、樹木医に診断をしていただいた結果、

良くなかったので、教育長とも相談をしながら早急に対応すべく学校と調整をして

います。

委員長： 他に質疑等ございませんか。それでは次に移ります。

委員長集約 それでは次に学校教育課の報告に移ります。

【学校教育課】

①「クマよけ鈴」の貸出について

「クマよけ鈴」の貸出について説明

児童生徒に対してクマによる事故未然防止

登下校時の見守りの強化
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②１２月の行事予定について

１２月の小中学校関係の行事予定について説明

委員長： 学校教育課からの報告で何か質疑等ございませんか

教育長： 多可町は「クマよけ鈴」を小中学生に貸し出したのですが、高校生については、

貸し出しはどうしますかとの意見が議員全員協議会で出ました。

多可高校の校長先生とも連絡をとりましたところ、学校も６月以降ずっと生徒や

保護者に注意を呼び掛けているということでした。また、学校教育課より西脇高校、

西脇工業高校、西脇北高校、社高校、小野高校に多可町のクマの出没状況を報告し

て、気をつけるようにとお願いしているところです。高校生すべてに「クマよけ鈴」

の貸し出しが出来ればいいのですが、高校生までは難しい状況です。

委 員： 「クマよけ鈴」がテレビや新聞では役に立たないと報道されていますので、保護

者が「役に立たないのではないか」と言われることがあります。しかし猟師や山仕

事の人たちは鈴を持って山に入っていますのでもう一度、保護者たちに周知をして

いただけたらと思います。

教育長： 確かに鈴をつけても、役に立たないと言われる方もあります。しかし、主たる意

見は音の鳴る物をつけることがより確実な防御になると言われています。教育委員

会は「クマよけ鈴」をつけることによって、クマに対して人間が近くにいることを

知らせることで効果があると考えています。

委員長： これで完璧というものはないのですが、今出来ることをしておくことによって、

子どもたち自身も保護者も自分や子どもを守る意識が高まると思います。

委員長集約 それではこども未来課の報告に移ります。

【こども未来課】

①第１２回子ども・子育て会議資料について

第１２回子ども・子育て会議資料について説明

②１２月の行事予定について

１２月こども未来課関係の行事予定について説明

委員長： 第１２回多可町子ども・子育て会議の協議事項の中で、利用者負担額が４歳児５

歳児の無償の対象について、「森のようちえん」等認可外保育施設には該当しない

とのことですが、反対意見はなかったのですか。

事務局： 多可町子ども・子育て会議委員の意見の中では、ありませんでした。総務文教常

任委員会では、認可外に通園している多可町の子どももいますので、月額１０,０
００円とか子どもに対して補助をしてはどうですかとの意見もあったのですが、他

の市町も認可外に対して補助しているところはございませんし、なかなか難しい問

題です。今後も継続協議事項とした上で、平成２９年度については、対象外とさせ

ていただきました。
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委員長： では多可町だけが認可外に補助をしないのではなくて、他の市町も認可外は補助

はしないのですね。

委員長： 平成２９年度からの４歳児５歳児の無償化の件ですが、議会では承認を得ている

のですか。

事務局： これから来年度の予算要望をし、来年３月末に承認をいただきたいと考えていま

す。

委員長： 平成２９年度から多可町で無償化を実施するとして、今後両キッズランドの民営

化がスタートした場合、無償化はどうなりますか。

事務局： 今の予定では平成３１年４月から民営化ですが、保育料については多可町は統一

として無償化を続けていきたいと考えています。

委員長： 他にございませんか。

委員長集約 これでこども未来課からの報告を終了いたします。

（３）次回教育委員会について

平成２８年１２月２２日（木）午後１時３０分～

委員長： これで本日予定しておりました定例教育委員会の議事日程が、すべて終了いたし

ました。委員会を閉じたいと思います。

【閉 会】 委員長 午後３時３０分 閉会宣言
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平成２８年１１月２４日

㊞

㊞
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